
　９月30日の「たけのこ広場」では多くのアンケー

トが寄せられました。宮永先生の講演を聞いて「認

知症の人の気持ちになってみることが大事だと思っ

た」という人。ミニデイの様子を見て「認知症の人

の生き生きした顔つきが新鮮だった」と感じた人。

「楢林先生に相談できて嬉しかった」という人。

「認知症の人の尊厳を優先して考えることを学ん

だ」と書いてくれた人。

 交流テーブルでの体験はことにも力になったよう

です。「多くの経験談とアドバイスがとても参考に

なった」「これからの介護の道筋が見えてきた」と

いった反響が多数ありました。

 各交流テーブルではたけのこの会員と保健師や包

括スタッフが初めて来た人の話をじっくり聞くとい

う姿勢を取りました。ケースによっては個別の面談

へ誘導し、別室で包括のスタッフと保健師がアセス

セメントを行いました。「なにも分からないなか、

相談できる窓口があると分かり心強かった」と書い

てくれました。

 「たけのこ広場」は家族会と複数の公的機関が協

力して運営しています。杉並の介護者支援の会のメ

ンバーは、「社協、包括、区の職員と介護者が同じ

テーブルで話をしていたことに感激した」と言って

います。この形は今後も継続させていきたいと思い

ます。

□

 悩みを共有する人が話を聞き合うことを“ピア・

カウンセリング”というそうです。認知症の介護で

はピア･カウンセリングが大きな力になります。た

けのこの会員は「聞く力」がついてきていると感じ

ます。初めて参加した去年は「話す」ことが中心だ

った永澤たか子さんも、今年はすっかり「良い聞き

手」になっていました。

ピア・カウンセリング「聞き合う」ことの大切さ

交流会で、山本保健師(左)とともに参加者の話に耳を傾ける永澤さん(中)と岩崎さん(右)
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134人が参加

　今年の参加者は昨年より20人多い134人でした。

認知症サポーター養成講座や訪問指導員研修会な

どで広く、深くイベントの告知できたこと、また

「めぐろ区報」の認知症特集で紹介されたことな

どの効果があったと思います。

　包括支援センター、保健福祉サービス事務所、

保健センター、包括支援調整課の協力体制が一段

と強化され、約20人が業務として参加してくれま

した。自主的に参加してくれた人もいます。社協

の働きかけでミニデイの人たちも来てくれました。

今までの参加者リストから案内ＤＭを出している

せいか常連さんも増えています。福祉系学生の参

加も目立ちました。

　目黒区外から19人の参加者がありました。たけ

のこの活動を紹介する機会が増えたこと、会報や

ホームページを通じて活動が知られたことが大き

いと思います。杉並区や世田谷区、町田市の家族

会そして若年認知症家族会「彩星の会」のメンバ、

ーが来てくれました。新設の「協力会員」の一人、

杉本さんは市川から家族で参加。奥様とこどもさ

んはミニデイで大活躍してくれました。

ミニフォーラム「認知症とどう向き合うか」

　新潟県のゆきぐに大和病院・宮永和夫院長に早

期発見からターミナルケアまで、家族の向き合い

方を話してもらいました。宮永先生は彩星の会の

第４回たけのこ広場 at 中目黒GTホール

９月30日(日)、中目黒GTプラザホールで「たけのこ広場」を開催しました。
雨にもかかわらず大勢の人が訪れました。

特集 

第４回たけのこ広場参加人数

一般参加　　　　　60　　区外19人

たけのこ関係　　　33 

ボランティア　　　７ 

指導・講師　　　　３ 

　　包括　　　　　９    自主参加２人

　　区保健師　　　９　　自主参加１人

　　区職員　　　　６　　自主参加３人

　　社協　　　　　２ 

介護事業者　　　　５ 

　　　合計 　 134 

区外参加者(大田、世田谷、千代田、新宿、杉並、練馬、
町田、市川)

□中核症状と周辺症状
　中核症状は脳自体が原因で起こる。「記憶」

や「見当識」が障害される。前頭葉がやられる

と言葉が出ない、計画が立てられないなどの障

害が表れる。中核症状はゆっくりと進む。

　周囲が困るのは周辺症状。代表的なのが徘徊、

もの盗られ妄想。認知症患者の半数に、一時的

に周辺症状が出る。自分の身の回りのことが出

来ているときにはあまり出ない。周囲の手助け

が必要になる認知症中期に出てくるが、全面介

助になると消えてしまう。周辺症状は３～４年

で終わる。

□第三者の力を借りる
　介護は家族だけで見るものではない。第三者

の目、助けを活用するとずっと楽になる。「第

三者からはどう見えるか」を受け入れたときか

ら真の介護になる。家の中だけで、というのは

虐待といってもいい。公的サービスを活用し社

会全体で「役割分担」して見ていくのが認知症

介護の基本。

□早期発見、気付きについて
　チェック表の10項目は認知症が「表に出始

める目安」。ひとつひとつに神経質になるこ

とはないが、４、５、９、10にチェックが入

ったら「ちょっと心配」。早めに専門医の検

診を受けよう。治る認知症もある。適切な治

療とケアをすれば普通の生活もできる。専門

医は老年精神医学会のホームページにリスト

がある。

創設者で、たけのこ広場の第１回から連続してか

かわっています。群馬県で実施している早期発見

の仕組みや周辺症状への対応について、分かりや

すく、ユーモアを交え話してくれました。講演内

容は下に要約します。

交流会と相談会

　楢林神経内科クリニックの楢林洋介院長による

個別相談は２組の事前予約がありました。当日対

応でさらに３組の相談に応じました。楢林先生は

近年、訪問診療に力を注いでおり、多くの在宅認

知症患者・家族を支えてくれています。

　交流会は４つのテーブルで行い、約60人が懇談

しました。認知症介護研究・研修東京センターの

小野寺敦志さんに運営の指導をいただきました。

交流会の席で個別面談を希望する人も多く、遊軍

スタッフが適切に対応しました。

□

　１時のミニデイ開始から５時のコンサート終演

まで、長い時間、ご苦労さまでした。
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★宮永和夫式「脳の健康度チェック表」

１　家族から「もの忘れがある」と言われたこと
　　がある

２　物の名前や人の名前が思い出せないことが
　　ある

３　毎日１回以上、しまい忘れがあり探すこと
　　がある

４　きょうが何月何日なのか分からないときが
　　ある

５　朝食の内容を思い出せないときがある

６　計算の間違いが多い。よく勘定を間違える

７　元気でない。仕事をやる気がしない

８　夜、眠れないことが多い

９　野菜の名前を10個以上言えない

10　現在の総理大臣の名前を言えない

※群馬県「もの忘れ検診」の一次スクリーニングに使用する表。
　５つ以上の○がつくと二次スクリーニングへ。そこで陽性
　と判断された人はかかりつけ医や専門医へつなげる。

ミニフォーラム
宮永和夫氏の講演要旨
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

琴とバイオリンのコラボレーション。
「ユーモレスク」良かったですねえ。

8月3日7月6日
恒例、大橋手品クラブのパフォーマンス。
会社を休んで来てくれる人もいるんです。

お盆休みにもかかわらず大勢が
出席。にぎやかな会になりまし
た。区報の取材もありました。

台風９号直撃で手話ダンスは中止。新
しい音楽ボランティア、石丸恵子さん、
森元米子さん、吉田玲子さんがこの日
から参加しました。

♪

8月17日

9月7日

怪しげな手相見は平島さん。お祭り腹
話術は木山さん。

9月21日



　認知症サポーターというのは「認知症

を正しく理解し、認知症の人や家族を見

守る町の応援者」のことです。09年度ま

でに全国で100万人のサポーターをつく

ろうという計画です。目黒区では包括支

援調整課が中心となり、今年度から本格

的にサポーター養成に乗り出しました。

区では09年度までに2000人のサポーター

を養成する目標を立てています。

　たけのこはこの養成プログラムに協力していま

す。１時間半の講座中「家族から伝えたいこと」

というコーナーで認知症の介護体験を語っていま

す。キャラバン・メイトの資格を持つ岡喜美枝さ

んと村上歌子さんが講師役を務めています。

　７月３日は各地域の講座に先立ち、区の職員を

対象にした養成講座を行いました。区長はじめ

103人が参加しました。この模様は区職員広報誌

「WIND」９月号の巻頭で紹介されました。

　区民対象の講座は７月26日の東部地区をスター

トに、８月21日・南部、８月30日・北部、９月５

日・西部、９月６日・中央の順で行いました。各

回50人定員でしたが、第１回目の東部地区講習会

には倍の100人が参加、関心の大きさを感じまし

認知症サポーター養成講座を
連続開催
７月３日～９月６日

トピックス
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た。各回とも民生委員など福祉関係者の出席を予

想していましたが、思った以上に介護経験者の参

加が多く、講座終了後もたけのこの活動を聞きに

来る人や家族の相談をする人がありました。

　目黒区の認知症サポーターは９月末で427人で

す。後期は下記の日程で行われます。

　包括支援調整課はさまざまな認知症対策事業を

計画しています。10月は「認知症キャラバン・メ

イト研修」と「認知症シンポジウム」、来年早々

には「高齢者虐待防止講演会」を開催します。

後期の認知症サポーター養成講座

11月16日(金) 

11月30日(金)

12月８日(土)

12月13日(木)

１月16日(水)

１月24日(木)

総合庁舎区職員

東山社会教育館北部

総合庁舎東部

中央町社会教育館中央

緑ヶ丘文化会館西部

目黒本町社会教育館南部

会場対象日程
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　港区高齢者支援課では６月から８月にかけて５

回連続の集中講座「介護者をサポートするボラン

ティア養成研修」を行いました。

　港区にはこれまで介護者の家族会がありません

でしたが、今後は地域包括支援センターの活動の

一環として、家族会の設立を積極的に進めていく

計画です。この研修はその活動に参加するボラン

ティアを養成するのが目的です。７月４日は３回

目の講座で「家族を支えるための地域の受け皿と

は　～家族会の役割を知ろう～」がテーマ。竹内

弘道さんがたけのこの活動を紹介しました。港区

では北青山地域包括支援センタ―の建物の中で家

族会の第１号がスタートしています。

　最近はたけのこの活動を聞きたいという、他地

域でのこうした催しが増えています。

　目黒区には在宅療養者を対象に訪問指導員を派

遣する制度があります。これは区の高齢者サービ

ス制度のひとつで、指導員は保健福祉サービス事

務所の保健師と連携して活動しています。たけの

こでも今年度は４家族がこの制度を利用していま

す。訪問指導員は看護師などの資格を持つ専門家

です。毎年、訪問指導員を対象にテーマごとに研

修が行われ、今年度は「認知症」をテーマに企画

されています。その第１回目として「認知症高齢

者の介護家族として訪問指導員に期待すること」

をタイトルに竹内弘道さんがたけのこの活動と認

知症介護の事例を話しました。

　前半は「認知症を受容するプロセス」「家族間

の連携」「介護の工夫」「訪問指導員への期待」

といったことを話しました。後半は１時間の質疑

応答を行いました。当日の参加者はサービス事務

所の保健師、区の職員を含め、約40人。認知症に

ついての活発な意見交換が行われました。

　めぐろ区報９月25日号の中面は、見開き特集

「認知症の人が安心して暮らせるまちに」。認知

症という病気のこと、認知症サポーターのこと、

シンポジウム「認知症の人が安心して暮らせるま

ちづくり」の告知などとともに、グループホーム

「みんなの家目黒」とたけのこのことが大きく取

り上げられました。

目黒区報で認知症特集
「たけのこ」の活動を大きく紹介

在宅療養者訪問指導員基礎研修会
７月５日　守屋教育会館

港区の介護者サポートボランティア養成
講座で、たけのこの活動を紹介
７月４日　赤坂区民センター



人人

目黒認知症高齢者と家族の会  たけのこ
□ミニデイサービス＆家族会
　・第１・第３金曜日 ９時半～12時
　　中目黒スクエア 3719-0694
　・ミニデイ参加費
　　会員無料、ビジター１回300円
　　※見学・下見はご自由に。無料です。
□年会費
　・一般会員 3,000円(家族単位)
　・協力会員 1,000円
□連絡先
・たけのこ(幹事・竹内弘道) 3719-5527
・目黒保健センター 5722-9504
・東部保健福祉サービス事務所 5722-9702
・目黒区社会福祉協議会 3714-2534

たけのこホームページURL
http://takenoko.kazekusa.jp/

e-mail　takenoko＠kazekusa.jp

ホームページ

開設しました！

ても出席率のいいこと。欠席者はほんのわずか、

みんな涼しい顔で集まってくれました。

■腹話術の鑑賞
　９月21日。腹話術ボランティアの木山美由紀さ

んが、人形とお揃いのはっぴ姿で来てくれました。

目黒は秋祭りの季節です。認知症の療法で人形セ

ラピーというのがありますが、木山さんの腹話術

はいつも、とても盛り上がります。

■彩星の会に参加
　９月23日。５人で若年認知症家族会 彩星の会

の例会に行ってきました。久しぶりでしたが、参

加者がとても多くなっているのに驚きました。

NHKの放送や映画「明日の記憶」などで、会の存

在が知られるようになったためだと思います。宮

永和夫先生とも話ができ、目黒の若年患者の現状

など伝えることができました。

　  ひと・往来
■板橋区の林節子さん
　８月３日。板橋在住の林さんが娘の内田さんと

一緒に来所。琴とバイオリンの演奏を楽しみまし

た。たけのこが気に入り早速、会員の手続きを取

りました。

■ケアマネの小澤さん
　８月17日。東山在宅支援センターの小澤さんが

担当のＡさんの様子を見に寄ってくれました。

■駒場の手島幹雄さん
　９月21日。手島さんは８月30日の認知症サポー

ター養成講座(北部)を受講し、たけのこの活動を

体験したいということで来られました。

［新協力会員］
■江東区の小西慶二さん
　ホームページを通じて申し込みがありました。

大学院で福祉の研究をしており、８月には「訪問

看護」についてアンケート調査を行いました

■ノーマのまちの松岡智美さん
　(株)コミュニティデザイン研究所が運営する、

ネット上の仮想コミュニティ「ノーマのまち」の

取材で度々たけのこにも来ています。

　 ７－９月の活動から
■手品の鑑賞
　７月６日。大橋手品クラブのみなさんが来てく

れました。毎年、七夕の頃に登場です。

■琴とバイオリンの演奏
　８月３日。この日は琴とバイオリンの共演にな

りました。琴はいつもの山口明美さんと石井晶子

さん。そしてバイオリンはNHKの番組にも出演さ

れている工藤春彦さんです。

　宮城道雄の名曲「春の海」は琴と尺八で演奏す

る曲ですが、工藤さんのお話では、フランス人の

ルネ・シュメーがこの曲を聴いて感動し、尺八の

かわりにバイオリンをフィーチャーして編曲した

ということです。続けて「美しき天然」の合奏。

その後、琴の演奏で「花嫁人形」「お母さんの

歌」「さくらさくら」のメドレー。大好きな日本

の愛唱歌をみんなで一緒に歌いました。クライ

マックスはバイオリンの独奏で、ドボルザークの

名曲「ユーモレスク」。工藤さんの演奏にうっと

りと聞きほれてしまいました。

■包括支援センターとの懇談会
　８月17日。昨年に続き地域包括支援センターの

スタッフと話し合いをしました。東部から加瀬さ

んと佐藤さん、中央・大場さん、西部・日高さん、

そして北部から岡さんと佐藤さんが来てくれまし

た。包括支援調整課の西尾係長と武藤保健師も交

え、センターの１年間の活動を聞きました。

　昨年４月にスタートしたセンターですが、１年

が経過し、本来業務の高齢者総合相談に多くの時

間が割けるようになったそうです。今年度は「認

知症サポーター養成講座」に力を入れており、

「老人いこいの家」「ミニデイ」などとも連携を

強め、地域の力を活用していく計画とのことです。

■台風９号で手話ダンス中止
　９月７日。久しぶりの東京直撃台風が来襲。伊

良原先生に連絡し、手話ダンスの鑑賞は中止にさ

せてもらいました。衣装を抱えて来ていただくの

は大変ですからね。幸い９時過ぎには雨も収まり、

例会は普段通り行うことができました。それにし


